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～幹事長挨拶～ 

こんにちは！ 

新歓冊子を読んでくださっている皆さん、 

環境ロドリゲスのことを知っていただきありがとうございます！ 

環境ロドリゲスは「環境×○○」をテーマに、現在 6つの企画に分かれて活動しています！ 

大学・文系理系・学年問わず、一人ひとりが活躍できる場となっており、 

環境ロドリゲスだからできることを多く実感することができます！ 

また、環境ロドリゲスは「学生 NPO」でもあり「サークル」でもあります！ 

メンバーのみんなと一緒にサークルとして楽しみながら、

社会貢献につながる様々な取り組みができることも魅力の一つです！ 

ぜひ一度、活動を見学しに来てみてください！ 

P9 -ロドリゲス全体の活動
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【早稲田大学 学生環境 NPO】 

学生が主体となって、 

多様なアプローチから 

環境問題の解決に貢献する 

 

×商品 

Re-Cover 

「環境×○○」をテーマとした 6企画 

環境ロドリゲスとは 

※入会時にいずれかの企画を選んで

所属してもらいます！ 

企画の掛け持ち歓迎！ 

新企画立ち上げ歓迎！ 

Since1997 

＃インカレ 

＃環境ボランティア 

＃早稲田大学公認 

×里山 ×海 

うみさんぽ やまなび 

×教育 

×早稲田 

ecoSMILE 

×地域 
開発 活性 

 えこのわぐま 
REC 
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や ま な  び 

―環境×里山― 

対面活動 
対面活動は長柄町などの里山や、学生会館

で行っています。しかしコロナで対面活動が長

らく制限されてしまい、やまなび自体も手探り

状態で活動を進めているという状況です。そ

のためやまなびに来てくれればすぐに活躍で

きること間違いなしです！

学生会館のミーティングでの様子 

オンライン
オンラインでは対面活動でどんなことをする

かを話しあったり、オンラインでもできるゲーム

で親睦を深めたりしています。人数はあまり多

く ありませんが和気あいあいとしていて先輩後

輩間の仲もいいので、すぐに打ち解けられると

思います！ 

オンラインミーティングの様子 

活動内容

この企画はゆるく もまじめに活動することを大切にしています。 

緑に囲まれてボランティア活動をすることに興味がある人、 

情報発信に興味がある人、 

オンラインや対面でゆるく レクを楽しみたい人

いずれも大歓迎です！

面白そうだなー、と思ったらぜひ、一度遊びに来てく ださい！待ってます！

企画長より
毎週月曜日 

2 0 :3 0～2 2 :0 0

活動中！ 
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うみさんぽとは 

主な昨年の活動 

・ミーティング ・ゴミ拾い（リモート・江の島）

毎週月曜日 20：30～21：30 in Zoom 

・環境間違い探し（レクリエーション） ・勉強会（スライド発表）

企画長より

これに目を通してくれてる方は程度の差こそあれ、海洋環境問題に興味をお持ちなんだと思

います！知識を付けたり、問題に対して何か行動を取ったり、一人でやるには敷居が高い部

分もあると思います。

うみさんぽはサークルとしての自由さを大事にしながら、私たちにできることを模索しながら活

動しています！

興味のある方は気軽にお声掛けください！

学生の視点から海の環境問題に対して取り組んでいます 

3年前にできたばかりのとても新しい企画です！ 

「環境×海」

う み さ ん ぽ 

～きれいな海を未来にのこそう～ 
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での商品販売 

で手に入れた 

から商品開発

で手に入れた 

木材の 

× 
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・8月佐渡旅

「全国から集まった学生と共に佐渡島へ行き 

農業をはじめとした地元の方々のお手伝いや 

体験プログラム、観光を行う」佐渡旅の企画運営を行います。 

・10月稲門祭（現在はオンライン物販計画中）

OBOG向けの早稲田の学園祭「稲門祭」にて、 

「佐渡島物産展」を開き、佐渡より仕入れた米、 

柿、日本酒などの特産品を販売しています！ 

去年から計画しているオンライン物販では、佐渡島の 

特産品（いももちなど）を売る予定です。 

・古民家改修

佐渡島の古民家を自分たちで実際にリフォーム 

し、東京では古民家のコンセプトや活用方法の 

案を考える2本立てで、佐渡島の方々と交流 

していきます。 

REC 

～環境×地域活性～ 

←佐渡旅下見の様子 

下見では農作業や古民家改修等の

地域活動や佐渡島の観光もしま

す！ 

企画長より 

コロナ禍で佐渡に行けない中、佐渡島に移住

している方々と連携し、古民家改修のコンセ

プトを考えたり、オンラインで佐渡島の特産

物を販売することを計画しています。 

佐渡島には５月までに実際訪れて下見を行

い、８月の佐渡旅の計画や密な連携を築いて

いく予定です。 

地域活性のためにボランティアをしたい方、

離島に行ってみたい方に特におすすめです！

楽しく緩く活動していますので、お気軽にお

話を聞きに来てくださいー！ 
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↑早慶サッカー 

↑西早稲田こども天国 

↑早稲田祭 

活動内容 

ごみ拾い活動やごみ分別指導など、 

早稲田に関する様々なイベントを 

支えています！ 

活動日時 

活動場所 

原則、毎週火曜日の夜 

オンライン or対面

（状況や希望に応じて） 

企画メンバーから 

えこのわぐまは 

イベントを楽しみながら、

熱心にボランティア活動に

取り組める企画です。 

今現在はメンバーが少なく、 

思うように活動ができていない 

状況ではありますが、 

皆さんのご参加を 

心よりお待ちしております。 

他団体とのコラボも！  
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ロドリゲス全体の活動

企画間交流会 

月に 1度、ロドリゲスのメンバーが全体で集まり、 

各企画の活動状況や全体が関係するイベントについて 

話し合います。他企画のメンバーとも仲良くなれますよ！ 

ecocon

全国で環境活動をする大学生が参加するコンテストです。 

2018年度、環境ロドリゲスは準グランプリを受賞しました。 

地球感謝祭 

9月に開催されるお祭りで、ロドリゲスは毎年、 

子供向けに環境教育のブースを出展しています。 

1年生が主体となって作り上げており、 

1年生同士の仲を深める大きなイベントです。 

勇退会、追い出しコンパ 

勇退会は、引退する 3年生に感謝の気持ちを伝える会です。 

追い出しコンパは、大学を卒業する 4年生を次のステップに 

送り出す会です。 

合宿 

長期休暇を利用して合宿を行っています。 

自然体験やレクリエーションを通じ、 

環境に対する理解およびメンバー間の交流を深めます。 

他にも、  他大学の環境サークルとの交流会や講演会、 

活動報告する総会など、数多くのイベントがあります。 

ロドリゲスに入ったら、ぜひ多くのイベントに参加してみてくださいね！
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稲門祭（写真は 2019 年度）

地球感謝祭（写真は 2019 年度）

新歓合宿（2019 年度まで実施）

ロドリゲスの 1 年

4月 新入生歓迎 

7月 
試験期間 

早慶サッカー

9月 地球感謝祭 

10月 稲門祭 
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11月

運動会 

早稲田祭・理工展 

秋合宿 

西早稲田こども天国

12月 

総会 

勇退会 

ecocon

1月 試験期間 

3月 
春合宿 

追い出しコンパ

早稲田祭・理工展

示

（写真は 2019年度） 

総会
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